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天地を駆けるファンタジーMMORPG『ICARUS ONLINE』 

「挑戦の塔」に出現する伝説等級覚醒フェローが捕獲可能に！ 

そして、7月のイベント情報を公開 

「挑戦の塔チャレンジャー応援！」イベントに 

「ICARUS DAY」イベントの開催を決定！ 
 

株式会社WeMade Online(本社:大阪府大阪市、代表取締役:崔鍾玖、以下WeMade Online)と、NHN ハンゲ

ーム株式会社(本社:福岡県福岡市、代表取締役社長:黄載皓、以下NHN ハンゲーム)は、WEMADEIO Co., Ltd.(本

社:韓国、代表理事:張賢国)が開発した PC オンラインゲーム、天地を駆けるファンタジーMMORPG『ICARUS 

ONLINE』(イカロス オンライン)において、一人用インスタンスダンジョン「挑戦の塔」に出現する伝説等級フ

ェローが捕獲できるようになるアップデートを2016年6月30日(木)に実施しました。また、2016年7月に

開催するイベント情報を本日公開しました。 
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■「挑戦の塔」に出現する覚醒フェローが捕獲できるようドロップアイテムを追加 

一人用インスタンスダンジョン「挑戦の塔」に出現する伝説等級覚醒フェローが捕獲できるようになるアップデ

ートを、2016年6月30日(木)に実施しました。本アップデートにより、「挑戦の塔」に出現する伝説等級覚醒

フェロー「覚醒カリプト」「覚醒デモナス」「覚醒ハミオン」3 種の捕獲に必要なレシピおよび必要材料が、挑戦

の塔のモンスターからドロップされます。 

 

■「挑戦の塔」ドロップアイテム追加内容 

アイコン スキル名 説明 

 

覚醒カリプトの証(レシピ) 

フェロー「覚醒カリプト」の捕獲に必要な

アイテム「覚醒カリプトの証」を製作する

のに必要なアイテムです。  

赤い覚醒石 

 

慈悲深いビスムトの心臓 

 

覚醒デモナスの証(レシピ) 

フェロー「覚醒デモナス」の捕獲に必要な

アイテム「覚醒デモナスの証」を製作する

のに必要なアイテムです。  

黒い覚醒石 

 

慈悲深いジェラニンの心臓 

 

覚醒ハミオンの証(レシピ) 

フェロー「覚醒ハミオン」の捕獲に必要な

アイテム「覚醒ハミオンの証」を製作する

のに必要なアイテムです。  

蒼い覚醒石 

 

慈悲深いクンティンの心臓 
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■「挑戦の塔」で捕獲可能になった覚醒フェローとその出現階層 

今回のアップデートより捕獲が可能となった3種類の伝説等級覚醒フェローは、「挑戦の塔」の特定階層のボス

モンスターを倒すことで出現します。 

 

 
・9F：覚醒カリプト ・19F：覚醒デモナス ・29F：覚醒ハミオン 

 

 

◆GAMEcom『ICARUS ONLINE』2016年6月30日「挑戦の塔」調整内容の詳細はこちら 

http://icarus.gamecom.jp/notice/view.php?boardSeq=1&seq=297 

 

◆ハンゲーム『ICARUS ONLINE』2016年6月30日「挑戦の塔」調整内容の詳細はこちら 

http://icarus.gamecom.jp/hangame/notice/view.php?boardSeq=11&seq=269 

  

http://icarus.gamecom.jp/notice/view.php?boardSeq=1&seq=297
http://icarus.gamecom.jp/hangame/notice/view.php?boardSeq=11&seq=269


【ICARUS ONLINE Press Release】 

イカロス オンライン プレスリリース   

 2016/6/30 
WeMade Online Co., Ltd. & NHN hangame Corp. 

 

 
【お問い合わせ先】 

サービスについてのお問い合わせ：株式会社WeMade Online  

担当者：岩下/E-mail： press@wemadeonline.co.jp 

4/9 

■「挑戦の塔チャレンジャー応援！」イベント情報を公開 

7 月度の「挑戦の塔」イベントでは、塔へのチャレンジャーを応援し、キャラクターごとの最高クリア階層と、

期間中の「過去の挑戦者」討伐数それぞれに応じて豪華なアイテムをプレゼントします。今回のイベント報酬に

は新アイテム「アルミラ防具2%ボックス」も登場。「2%」が何を意味するかは、告知内容をじっくりと確認し

てみよう。 

 

 
 

◇「挑戦の塔チャレンジャー応援」イベントスケジュール 

第1週：2016年7月4日(月)午前5:00から2016年7月 11日(月)午前4:00まで 

第2週：2016年7月11日(月)午前5:00から2016年7月18日(月)午前4:00まで 

第3週：2016年7月18日(月)午前5:00から2016年7月25日(月)午前4:00まで 

第4週：2016年7月25日(月)午前5:00から2016年8月1日(月)午前4:00まで 
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◆ミッション1：ラッキーミッション 過去の挑戦者を討伐せよ！ 

イベント期間中の各週における「過去の挑戦者」合計討伐数に応じて、新登場の報酬アイテム「アルミラ防具2%

ボックス」をプレゼントします。レアモンスター「過去の挑戦者」に出会えるかは運次第。伝説等級装備「アル

ミラ」シリーズの防具獲得を目指して、挑戦の塔で運試ししましょう！ 

 

◇イベント対象モンスター 

・過去の挑戦者 下段者/・過去の挑戦者 中段者/・過去の挑戦者 高段者 

 

◇ミッション1の報酬アイテムと達成条件 

アルミラ防具2%ボックスは各クラスに対応する6種類が存在し、対象キャラクターのクラスに合わせたボック

スが配布されます。ボックスの開封時にはキャラクターのクラスに対応する装備が出現します。 

 

各週の合計討伐数 報酬アイテム 数量 

1～2体 アルミラ防具2%ボックス 1 

3～4体 アルミラ防具2%ボックス 2 

5体以上 アルミラ防具2%ボックス 3 

 

◇新登場の「アルミラ防具2%ボックス」の内容 

アイコン アイテム名 説明 

 

アルミラ防具2%ボックス 

(各クラス) 

下記の出現確率に応じて、3種類のうちいずれか

1つのアイテムを獲得できます。 

 

【98%】金塊 

・NPC商人に1個100ゴールドで売却できます。 

 

【1%】アルミラノワール防具ボックス 

・キャラクターのクラスに対応するアルミラノワ

ール防具のうち、いずれか1つを獲得できます。 

 

【1%】アルミラアンジュ防具ボックス 

・キャラクターのクラスに対応するアルミラアン

ジュ防具のうち、いずれか1つを獲得できます。 
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◆ミッション2：クリア階層ミッション 塔の頂点を目指せ！ 

イベント期間中の各週の「挑戦の塔」最高クリア階層に応じて、キャラクターごとに報酬をプレゼントします。

高階層をクリアすることで報酬は豪華になっていくので、この機会に最高記録を狙ってみよう！ 

 

◇ミッション2の報酬アイテムと達成条件 

最高クリア階層 報酬アイテム 

1～3階 挑戦のHP新薬×30/150レベル強化石×2/エルン30個ボックス×1 

4～6階 
挑戦のHP新薬×30/150レベル強化石×2/エルン30個ボックス×1 

女神のプレミアム幸運ボックス×1 

7～9階 
挑戦のHP新薬×30/150レベル強化石×3/エルン50個ボックス×1 

女神のプレミアム幸運ボックス×1 

10階 
挑戦のHP新薬×30/150レベル強化石×3/エルン50個ボックス×1 

女神のプレミアム幸運ボックス×2 

11～13階 
挑戦のHP新薬×30/150レベル強化石×4/エルン80個ボックス×1 

女神のプレミアム幸運ボックス×2 

14～16階 
挑戦のHP新薬×30/150レベル強化石×4/エルン100個ボックス×1 

女神のプレミアム幸運ボックス×2 

17～19階 
挑戦のHP新薬×30/150レベル強化石×5/エルン120個ボックス×1 

女神のプレミアム幸運ボックス×2 

20階以上 
挑戦のHP新薬×30/150レベル強化石×5/エルン150個ボックス×1 

女神のプレミアム幸運ボックス×3 

 

 

◆GAMEcom『ICARUS ONLINE』「7月の挑戦の塔 チャレンジャー応援！」イベントの詳細はこちら 

http://icarus.gamecom.jp/notice/view.php?boardSeq=3&seq=133 

 

◆ハンゲーム『ICARUS ONLINE』「7月の挑戦の塔 チャレンジャー応援！」イベントの詳細はこちら 

http://icarus.gamecom.jp/hangame/notice/view.php?boardSeq=13&seq=127 

  

http://icarus.gamecom.jp/notice/view.php?boardSeq=3&seq=133
http://icarus.gamecom.jp/hangame/notice/view.php?boardSeq=13&seq=127
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■「ICARUS DAY」イベントを7/3に実施 

2016年7月3日(日)は「ICARUS DAY」！ 

「ICARUS DAY」当日は、ゲーム内にログインするだけでアイテムを受け取れるタイムイベントが実施され、期

間限定で購入可能な特別アイテムが販売される「ICARUS DAY商店」も登場します。7月3日(日)は皆で『ICARUS 

ONLINE』をプレイしよう！ 

 

 
◆「ICARUS DAY商店」とは 

「ICARUS DAY商店」とは、特定の時間帯のみゲーム内に現れる、イベント限定のラビニ商店です。「ICARUS DAY

商店」で販売されるアイテムは販売個数が決まっており、在庫が0になると販売は終了されます。 

 

◇2016年7月3日(日)の「ICARUS DAY商店」出現時間 

第1回 10:00 ～ 13:00 

第2回 14:00 ～ 17:00 

第3回 18:00 ～ 21:00 

第4回 22:00 ～ 24:00 
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◆「ICARUS DAY」タイムイベント 

アイテム配布時間にゲーム内にログインしているすべてのキャラクターを対象に、特別なアイテムをプレゼント

します。 

 

◇アイテム配布時間 

2016年7月3日(日)00:00:00 ～ 23:59:59 

 

◇配布アイテム 

アイコン アイテム名 説明 

 

ICARUS DAYブースター 

(1日) 

所持中、以下の効果が適用されます。 

【所持効果】 

・1日の間製作大成功確率上昇10%増加 

・1日の間強化成功率上昇5%増加 

・1日の間捕獲成功確率上昇5%増加 

・1日の間捕獲ポイント消耗30%減少 

 

イカデーフィッシング 

パッケージ 

【パッケージ構成品(全3種)】 

・スペシャルフィッシングロッド(3日) 

・マスターオートリールx999 

・特級エビ餌x999 

 

◆GAMEcom『ICARUS ONLINE』2016年7月3日「ICARUS DAY」イベント実施のお知らせはこちら 

http://icarus.gamecom.jp/notice/view.php?boardSeq=3&seq=132 

 

◆ハンゲーム『ICARUS ONLINE』2016年7月3日「ICARUS DAY」イベント実施のお知らせはこちら 

http://icarus.gamecom.jp/hangame/notice/view.php?boardSeq=13&seq=128 

 

 

◆GAMEcom『ICARUS ONLINE』公式サイトはこちら 

http://icarus.gamecom.jp/ 

 

◆ハンゲーム『ICARUS ONLINE』公式サイトはこちら 

http://icarus.hangame.co.jp/  

http://icarus.gamecom.jp/notice/view.php?boardSeq=3&seq=132
http://icarus.gamecom.jp/hangame/notice/view.php?boardSeq=13&seq=128
http://icarus.gamecom.jp/
http://icarus.hangame.co.jp/
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■『ICARUS ONLINE』概要 

ジャンル：ファンタジーMMORPG 

プラットフォーム：PC 

正式サービス開始：2015年4月28日 

価格：基本プレイ無料（アイテム課金） 

運営：WeMade Online / NHN ハンゲーム 

開発：WEMADEIO 

 

■コピーライト 

© WEMADEIO Co., Ltd. All Rights Reserved. 

© WeMade Online Co., Ltd. All Rights Reserved. 

© NHN hangame Corp. 

 

■株式会社 WeMade Online について http://www.wemadeonline.co.jp/ 

WeMade Onlineは、2004年3月に設立され、PCオンラインゲーム及びスマートフォンゲームのパブリッシン

グ事業を主業務としております。2010 年 4 月に、韓国のオンラインゲーム開発及びパブリッシングを行う

『WeMade Entertainment Co.,Ltd.』グループの一員となり、更なる成長を目指し日本国内オンラインゲーム

サービス、パブリッシング運営及び現地開発事業を展開しております。 

PC オンラインゲームでは、GAMEcom ブランドとして「R.O.H.A.N」「SiLKROAD Revolution」「ICARUS 

ONLINE」を、スマートフォンゲームではwemeブランドとして「レジェンドオブアトラン」「エラキス」をサ

ービスしております。 

 

■NHN ハンゲーム株式会社 について http://www.nhn-hangame.com 

NHN ハンゲーム株式会社は、2015年10月1日、NHN PlayArt株式会社（現NHN comico株式会社）がPC

オンラインゲーム事業を子会社のPlayArt Fukuoka株式会社に承継し、PlayArt Fukuokaが商号変更して生ま

れたエンターテインメント企業です。PC オンラインゲームサービス「ハンゲーム」を中核事業に、派生して展

開するスマートフォンゲームサービス、アバター/コミュニティサービス、さらには海外のグループ会社と連携し

たグローバルゲームサービスを展開しています。 

http://www.wemadeonline.co.jp/
http://www.nhn-hangame.com/

